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日本児童英語教育学会 
(The Japan Association for the Study of Teaching English to Children) 

中国四国支部 Newsletter 
No.25 （2012年春号） 

 

 
第 32回 中国四国支部研究大会 

レポート 
 
	 2012年 11月 27日（日），第 32回中国四
国支部研究大会がひろしま国際センターで

開催され，実践報告，研究発表，ワークシ

ョップが行われた。以下，当日朝から夕刻

まで開催された研究大会の模様を，支部役

員による「参加レポート」の形で掲載する。 
 

◇	 ◇	 ◇ 
 
実践報告	 

「豊かな小学校外国語活動のために－HRT

の願い・JTE の思いをいかし，一緒に創り

上げる授業を目指して－」	 

加納清美 
（米子市小学校外国語活動支援員） 

 
 
	 本発表は外国語活動必修化 1年目，現場
の外国語活動支援員からのホットな実践報

告である。 
	 加納先生は教育学部卒業後，民間英会話

学校で英会話講師として勤務の後，2004年
から小学校教育に携わってこられた。現在

は米子市の５つの小学校で外国語活動支援

員として 25クラスと特別支援学級１クラ
スを受け持つベテランの JTEである。 
	 先生は豊富な指導経験から，ご自分の今

までの取り組みを振り返りつつ，①担任主

導の必要性，②HRTと JTEそれぞれの役割，
③一緒に創り上げる授業の意義，の３点に

ついて具体的に例をあげながら語られた。 
	 ①『英語ノート２』の Lesson 4「できる
ことを紹介しよう」の実践を通じて，英語

の苦手な Y先生が加納先生と協力し，試行
錯誤しながら子供たちを指導するうちに Y

先生自身の中に変化が見えはじめる。クラ

スの仲間意識を高めたい，という Y先生の
強い意志をもった指導が，クラスにあたた

かい交流を生み出した。Y先生は次第に外
国語活動の楽しさに目覚め，1年後には外
国語活動でリーダーシップをとれる HRT
へと大きく成長されている。加納先生の中

でも，担任主導の必要性と JTEの役割が明
確になった瞬間である。 
	 ②JTEは英語を指導するのではなく，活
動を支援する存在であると認識する。子ど

もたちのことをよく知っている HRTが中
心となり，JTEの支援をうけて児童と一緒
に授業をつくっていく。その中で，JTEは
客観的立場からのサポートを忘れない。内

容が英語から離れていかないよう，JTEの
専門性を生かして常に配慮する。 
	 ③JTEは適切なフォローにより HRTの不
安感を取り除く。HRTと JTEの絶妙なコン
ビネーションが児童に安心感を与え，児童

の現状に即した内容の濃い授業をつくるこ

とができる。 
	 最後に先生は「長い議論をへてやっと始

まった外国語活動を豊かなものにする為に

は，それぞれの立場で，それぞれができる

ことをお互いを思いやりながら進めていく

ことが大切です，平成 23年度，外国語活動
の場にいられることを幸せに思います。」

という言葉で締めくくられた。 
	 JTEの仕事はアシスタント的な軽いもの
ではない。英語運用能力はもちろん，それ

ぞれの学校の実態を把握し，多くの HRTと
上手に連携していくだけの経験と人間的度

量が必要である。同じ立場の JTEとして加
納先生のお話を聞いて強く感じたのは，長

期的に JTEとしてふさわしい人材を確保し
育成するには，JTEの業務内容と能力に見
合った雇用制度と研修制度の整備が今求め
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られている，ということである。 
	 今回このように有能なスペシャリストと

しての外国語活動支援員の存在を知り，心

強く思った。外の寒さを一瞬忘れるような

あたたかい実践報告であった。 
山﨑朋子 

（安芸郡府中町立府中南小学校 
外国語活動支援講師） 

 
◇	 ◇	 ◇ 

 
研究発表 
「ターゲットランゲージを使用した指導方法－

Teacher Talk の範疇を超えて－」 
山下千里 

（玉川大学） 
 
	 玉川大学所属の山下千里先生は，「英語で

授業する」ことによって目標言語である英

語を児童が体験的に理解し，コミュニケー

ションのプロセスを重視しながら，自然に

英語を理解できるという理念に則った指導

方法を，学生の授業実践 DVDを交えながら
紹介をされた。 
	 小学校での英語による授業を勧める意義

について，第一にインタラクションが本物

のコミュニケーションであることを挙げら

れた。そして，そのポイントを表現と授業

進行に分けて述べられた。まず表現に関し

ては，１．短く，簡潔でわかりやすい表現

を使用すること，２．レベルに合わせた表

現を使用すること，３．繰り返し使用する

こと，４．表現を少しずつ増やしていくこ

と，そして最後に，長期間にわたり継続的

に使用すること，であった。これらすべて

のポイントは，発表の後半での学生による

授業実践の DVD を通して，児童が Teacher 
Talk に抵抗なく，英語を自然に受け止め，
理解していく様が確認できた。 
	 次に授業進行に関して，してはいけない

ことと，すべきことに分けて説明された。

まず，してはいけないことは，１．シラバ

スにとらわれないこと，２．英語で説明し

ないこと，つまり，説明ではなくデモンス

トレーションのやり方で英語を使用するこ

と，３．ドリル練習をしないことであった。

３番目のポイントについては，日本におけ

る環境では多少の練習は容認できるという

持論を述べられた。逆にすべきこととして，

まず１．わかりやすい英語を使用すること，

２．タイミングよく英語をしようすること，

３．ユーモアを織り交ぜて使用すること，

４．習った表現をスパイラル的に継続的に

使用すること，の４点であった。 
	 発表の最後に学生による DVD を示され，
以下のような学生への評価ポイントを明ら

かにして発表を締めくくられた。１．指導

者の観察力と判断力の必要性，２．テンポ

よく行うことの重要性，そして３．突然の

出来事にも迷いなく対処する重要性。 
	 質疑応答では，すべて英語で授業を行う

意義は認めるものの，まとめは日本語でも

よいのではないかという意見が出た。これ

に対しては，DVDでは紹介されていないが，
実際では授業のはじめの授業目標と終わり

の振り返りでは，日本語を使用していると

の回答であった。また，例えば like と want
の違いが分かっていない可能性もあるが，

それらの説明はしているのかどうかという

質問に対して，説明は行っていないが内容

を伝えることを重視し，大体の意味が分か

ればよしとした旨の回答であった。 
	 今回，英語での Teacher Talk の有用性と
そのポイントを確認することができ，また

質疑応答での活発な意見交換ができたこと

など，大変有意義な時間を過ごすことがで

きた。山下先生にこの場を借りて感謝申し

上げたい。 
三宅美鈴（広島国際大学） 

 
◇	 ◇	 ◇ 

 
ワークショップ 
「英語の音遊び」 

名合智子（中国短期大学） 
 
	 名合先生は，英語と日本語のパスバンド

がかなり異なることに興味をもたれ，研究

を始められた。日本語は周波数が 125 から
1500 ヘルツだが，英語では 2000 ヘルツか
ら 10000 ヘルツで話されている。年齢を重
ねるにつれて，高周波数の聞き取りが困難

になるので，聴覚が柔軟な子どものときに

こそ，英語の音を聞かせたいと考えられ，

高周波数の英語の音に遊びながら慣れる活

動を紹介された。 
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人間の耳は，０歳から 11年間で成長し，完
成するので，９歳から 11歳までに英語の音
に慣れ親しみ，英語の音域に慣れておくと

言葉のチャネルができることになる。また，

英語の歌，チャンツを歌ったり，聞いたり

することで，外国の文化背景にも理解が広

がる。 
	 紹介された歌は，Row, Row, Row, Your 
Boat, Twinkle, Twinkle, Little Star, Wiggly 
Woo, Good Bye, Tick Tock Cuckoo Clock, 
Jelly in a Bowlの６曲である。これらの歌で
は [r] の発音をはじめてとして，[l]，[w]，
[f]，[g]，[b] など，自然と発音練習ができ
るような工夫がなされていた。 
	 私には知らない歌も多いなか，Tick Tock 
Cuckoo Clock の歌では，なかなか早口言葉
についていくことはむずかしかったが，つ

い挙手をして，ご褒美のクリスマスリース

のシールをもらってしまうほど，いつの間

にか英語の歌を楽しんでいた。 
	 英語の歌詞がハンドアウトになかったの

で，歌詞がよくわからないままフリつきの

歌を一生懸命歌っているうちに，あっとい

う間の 70分だった。 
	 最後の 20 分間は西尾亜紀子先生（Bear’s 
English House）が Colors I like という歌の
ワークショップを楽しく紹介された。小学

生が，英語の歌やチャンツを楽しみながら，

英語を好きになっていけたらと感じた。 
恵良上枝（公文式教室） 

 
◇	 ◇	 ◇ 

 
研究発表 
「グレアム・チャンツに対する学習者の反

応－ワークショップ参加者を対象とした 
質問紙調査と音声分析の結果から－」 

有馬千香子 
（島根県大田市立朝波小学校） 

 
「ゲーム」「歌」「チャンツ」－小学校外

国語活動の三種の神器である。しかし，「チ

ャンツ」とは何か，と問われて正確に定義

が下せる人はどれくらいいるだろうか。有

馬先生は，兵庫教育大学大学院での修士論

文で「チャンツ」を取り上げられ，その後

も(Jazz) Chantsの研究を継続されている。今
回の発表では，まず，Chants が日本の英語

教育に取り入れられた経緯を確認した上で，

Carolin Graham さんの提唱している Jazz 
Chants を島根県の小学校での外国語活動と
一般市民（児童を含む）を対象にして実践

されたワークショップにおいて，学習者で

ある児童（中学生，成人）が Jazz Chantsを
どう認識しているか，また，Jazz Chantsを
体験することにより音声表出に影響がある

か，の二点を研究課題として設定され，そ

の調査結果を報告された。前者の研究課題

に関しては質問紙調査を，後者に関しては

音声分析ソフトを利用した。 
	 主な結果を述べよう。まず，児童の場合，

Jazz Chantsに対して「もうやりたくない」
という回答は限られていること，また，「言

いにくい」や「速い」という回答が必ずし

も「おもしろくない」と重なる回答にはな

いことが明らかになった。ただ，質問紙調

査の自由記述からは，チャンツの意味がわ

からないことに対する記述がみられ，この

点から理解できない英語を聞くことに対す

る抵抗感が Jazz Chantsにもあてはまると有
馬先生は指摘する。一方の音声変化に関し

ては，ピッチの変化に焦点をあてて分析し

たが，児童の場合，英語の文字学習が前提

とはなっていない現状から，“What time is 
it?” に例をとれば，文末の ‘it’ が音声とし
ては耳に残らず，こうした聞こえにくい部

分を発音しない傾向があるのではないかと

推測される。このことから，Jazz Chantsは
英語の韻律習得にはプラスに作用する可能

性があるものの，文型習得には不向きであ

ると先生は結論づけられた。有馬先生のご

発表を聞きながら，小学校外国語活動に関

して，基本理念の議論を深めながらも，一

方で実践されている内容について，研究課

題を設定して研究成果を蓄積していくこと

も今後は必要であると痛感した。 
築道和明（広島大学） 
 

◇	 ◇	 ◇ 
 

中国四国支部 活動報告 
 
	 中国四国支部では 2011年度，２回の支部
研究大会，６回の児童英語指導法研究部会，

および広島地区英語活動研究会を開催しま

した。以下，各活動の内容を報告します。 
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1) 支部研究大会 
 
・春季支部研究大会 
開催日：2011年 5月 15日（日） 
会場：ひろしま国際センター 
大会テーマ：さまざまな立場から語る小学

校外国語活動のこれから 
 
本大会では実践報告，ワークショップなど

計４件の発表がなされた。 
 
実践報告 
「国際理解，教科横断的視点からの外国語

活動－新聞を活用した授業展開－」 
フィゴーニ啓子 

武庫川女子大学（非） 
宝塚市長尾台小学校外国語指導助手 

実践報告 
「外国語活動における『積極的にコミュニ

ケーションを図ろうとする態度』の評価の

在り方－評価規準と具体的な子どもの姿の

対応表」作成と活用によって－」 
税所裕子（呉市立原小学校） 

松宮奈賀子（広島大学） 
ワークショップ 
「目的や発達段階に応じたうたの活用法」 

衣笠知子（園田学園女子大学） 
実践報告 
「小学校教員を対象とした『外国語活動』校

内研修の試み－出張講座の設計と課題－」 
清水律子（山陽学園大学） 

 
・秋季支部研究大会 
開催日：2011年 11月 27日（日） 
会場：ひろしま国際センター 
 
本大会では実践報告，研究発表，ワークシ

ョップなど計４件の発表がなされた。 
 
実践報告 
「豊かな小学校外国語活動のために 
－HRTの願い・JTEの思いをいかし， 
一緒に創り上げる授業を目指して－」 

加納清美 
（米子市小学校外国語活動支援員） 

 
 

研究発表 
「ターゲットランゲージを使用した指導方

法－Teacher Talk の範疇を超えて－」 
山下千里 

（玉川大学） 
ワークショップ 
「英語の音遊び」 

名合智子（中国短期大学） 
研究発表 
「グレアム・チャンツに対する学習者の反

応－ワークショップ参加者を対象とした質

問紙調査と音声分析の結果から－」 
有馬千香子 

（島根県大田市立朝波小学校） 
 
2) 児童英語指導法研究部会 
 
第１回：2011年4月3日（日） 
テーマ：小学校英語 
第２回：2011年5月22日（日） 
テーマ：小学校英語 
第３回：2011年9月25日（日） 
テーマ：小学校英語 
第４回：2011年11月20日（日） 
テーマ：小学校英語 
第５回：2012年2月5日（日） 
テーマ：１．小学校英語について 
	 	 	 	 ２．絵本Oxford Reading Tree (ORT)
のステージ４の紹介 
	 	 	 	 ３．ORTステージ３の魅力につい
て 
第６回： 2012年3月4日（日） 
テーマ：小学校英語 
	 	 	 	 Oxford Reading Treeの指導法 
 
※中国四国支部児童英語指導法研究部会は，
小学校英語と児童英語の指導法について，

テーマに沿って指導法を参加者が持ち寄り，

それを共有することを目的に活動していま

す。 
※会場：子供英語（広島県安芸郡府中町） 
※平成24年度も継続して１，２ヶ月に１回開
催される予定。非会員の方の参加歓迎です。 
※今年度の研究部会は，4月22日（日）を予
定しております。開催情報の詳細について

は，研究部会担当の國本和恵

（bisa@urban.ne.jp）にお問い合わせ下さい。 
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3) 広島地区英語活動研究会 
 
日程：2011年 7月 24日(日) 
会場：東区民文化センター 中会議室 
 
提言 
「英語教育学と子どもへの指導」 

五十嵐二郎（広島大学名誉教授） 
実践報告 
「コミュニケーションゲームを体験しよう

－ウォームアップのアクティビティ－」 
山﨑朋子 

（安芸郡府中町立府中南小学校 
非常勤講師） 

ワークショップ 
「小学生が楽しむShow & Tell－英語ノート
2	 Lesson4を使って－」 

西尾亜紀子（Bear’s English House） 
ワークショップと実践報告への助言— 

五十嵐二郎（広島大学名誉教授） 
鶴田マリ 

（広島YMCA外語学院名誉学院長） 
 
※今年度の研究部会は，7月29日（日）を予
定しております。開催情報の詳細について

は，研究部会担当の西尾亜紀子

（kumakiching@hi.enjoy.ne.jp）にお問い合わ
せ下さい。 
 

◇	 ◇	 ◇ 
 

第 33回支部研究大会のご案内 
 

日程 
平成 24年 5月 20日（日） 

 
会場 

広島国際大学広島キャンパス 
（広島市中区幟町 1-5） 

7階 700教室 
 
10:00	 受付開始 
 
午前の部      司会	 西谷惠美子 

（東広島市立板城西小学校） 
10:20－10:30	 開会の挨拶 

  JASTEC中国四国支部長
國本和恵（子供英語） 

10:30－11:10	 研究発表（40分） 
「小学校外国語活動における評価に関する

一考察：アンケート調査に基づいた教師に

よる外国語活動の観点の認識」 
兼重	 昇（広島大学） 

11:10－11:50	 実践報告（40分） 
「子どもが自主的に話す態度の育成－児童

英語教室における問題点と解決策－」 
國本和恵（子供英語） 

11:50－12:50	 昼休み 
 
午後の部  司会	 平本哲嗣 

 （安田女子大学） 
12:50－13:00	 支部総会 
13:00－14:30	 ワークショップ（90分） 
「言葉が生きる外国語活動」 

粕谷恭子（東京学芸大学） 
14:30－14:40	 休憩 
14:40－15:20	 実践報告（40分） 
「中学生の英語学習に対する意識調査と調

査結果を基にした授業実践－外国語活動を

経験してきた中学１年生に対するアンケー

ト調査にもとづいて－」 
大牛英則（鳴門教育大学附属中学校） 

15:20－15:30	 休憩 
15:30－16:00	 全体討議（30分） 
16:00－16:10	 閉会の挨拶 

 鶴田マリ 
（広島YMCA外語学院名誉学院長） 

 
-------------------------------------------------------- 
※	 研究大会参加費：一般 1,000 円，学生

500円（JASTEC会員は無料，賛助会員
は３名まで無料） 

※	 研究大会の参加予約は必要ありません。

当日，会場の受付までお越しください。 
※	 中国四国支部では，2012 年 11 月に第

２回研究大会を広島市で開催する予定

です。会員の皆様には公募について後

日お知らせいたします。 
 
JASTEC中国四国支部事務局 
739-8524	 東広島市鏡山 1-1-1 
広島大学大学院教育学研究科	 松宮奈賀子

研究室内 
	 TEL & FAX: 082-424-4536 (直通) 
	 E-mail: nagako@ab.auone-net.jp 
	 Home Page:  
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	 本部 URL: http://www.jastec.info/ 
	 支部 URL: http://www.urban.ne.jp/home/ 

bisa/jastec/index.html 
 

◇	 ◇	 ◇ 
 
------------------------------------------------------- 
編集後記 
	 冬がようやく開け，桜の花びら舞う春が

やってきました。寒かった時は「寒くて仕

事にならない。暖かくなったらあれをしよ

う，これをしよう」と思っていたのですが，

いざ春が来てみると新年度の仕事で大忙し。

きっと気がついたら「暑くて仕事にならな

い！」とぼやくような時期になっているこ

とでしょう。 
	 さて，東北の地震から１年が経ちました。

３月にはメディアでもこの１年を振り返る

といった特番が多く組まれていました。そ

れを観ると地震の残した爪痕はそう簡単に

克服できるものではないことを痛感します。

当たり前だと思っていたことが崩れていく，

その感覚を目の当たりにしてひとはどのよ

うに生きていけば良いのでしょうか。 
	 これは私自身自戒をこめて言うのですが，

東北の現状がメディアで報道される機会が

減るにつれ，被害に遭われた方々に対する

思いが自分の中で薄れてきているのではな

いかと感じることがあります。日々の生活

に追われ，自分の目の前のことだけに没頭

してしまう。たしかにそれはやむを得ない

ことかもしれませんが，本当にそれで良い

のかと自問自答する自分があるのも事実で

す。 
	 言葉にはさまざまな役割があります。１

つはもちろん「伝える」という役割です。

直接顔をつきあわせている者同士，もしく

は空間的，時間的に離れている者同士でも

言葉を通じてつながることができます。ま

たこの他にも言葉には「メッセージを残す」

機能があります。聞き手，読み手は誰かは

分からないが，形にして残すことで自分の

後に続く人々にその時々の暮らしの有り様

を伝えることができます。 
	 私たち大人が体験したこと，それを子ど

も達に残していくことは，私たちの責務で

す。その際には言葉の存在が大きな意味を

もちます。力の及ぶ限り言葉で語り尽くす

こと，またそれを試みようとする大人の存

在を子ども達に伝えていくことによって，

子どもは大いに学ぶのではないかと思いま

す。地震の記憶を風化させないためにも，

我々は言葉の持つ力を最大限に生かす必要

があります。 
	 児童英語教育においても，コミュニケー

ションスキルがアップするのはもちろん大

切ですが，子ども達には「言葉に対する敬

意や畏れ」をもってもらいたいと思います。

大自然の前では無力である人間が生きるた

めに生み出した知恵である「言葉」。その言

葉がもたらす恩恵を理解し，尊重できる人

間が育てばこの暮らしにくい世の中ももう

少し楽なものになるのではないでしょうか。 
	 話はかわりますが，先日韓国の小学校英

語の教科書を入手することができました。

韓国では教育課程がかわり，小学校の教科

書が改訂されつつあるため，その現状を把

握するための購入だったのですが，多くの

出版社から教科書が出されており，その充

実ぶりには圧倒されます。日本では『英語

ノート』に代わり Hi, friends! が外国語活動
の教材として出てきましたが，願わくば１

種類だけの教材ではなく，さまざまな出版

社から（値段的にも同等の条件で）教材を

出してもらい，互いの創意工夫から学びつ

つ児童英語教育をより豊かなものにしたい

ところです。外国語（英語）教育が教育課

程でしめる立場は韓国と日本では異なりま

すが，教材の多様性，創造性は等しく保証

すべき価値です。今後外国語活動が言語政

策的にどのように展開するか分かりません

が，多様な価値観，教材に触れることで子

ども達が「自ら考え，工夫のできる市民に

育つ」教育であり続けて欲しいと願ってい

ます。(H) 
------------------------------------------------------- 
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（付記） 
JASTEC中国四国支部役員 
（2012年 4月現在） 

＊ [	 ]内は全国本部役員名 
 

顧問                     五十嵐二郎 
（広島大学名誉教授） 

顧問 	 	                      鶴田マリ 
（広島 YMCA外語学院名誉学院長） 

支部長[理事] 
國本和恵（子供英語） 

支部事務局長[運営委員]       松宮奈賀子 
（広島大学） 

幹事[理事]・鳥取ワークショップ担当   
川口康子 

（鳥取短期大学） 
幹事[理事]  	 	 	 	 	 	 	 	 	  築道和明 

（広島大学） 
幹事[理事]	    	 	           金森強 

（松山大学） 
幹事[理事]  	 	 	 松岡博信 

 （安田女子大学） 
幹事[運営委員] ・ニューズレター担当 

平本哲嗣 
（安田女子大学） 

幹事[運営委員]             西谷恵美子 
 （東広島市立板城西小学校） 

幹事[運営委員]・徳島ワークショップ担当 
吉山京子 

（松茂町立松茂小学校） 
研究員・会計監査	 	 	 	      	 中根千春 

（Fun Can 英語教室） 
研究員・会計                	 恵良上枝 

（公文式教室） 
研究員                      	 鉄森令子 

（Rainbow English Circle） 
研究員              マーク・フェネリー 

 （四国大学） 
研究員                  大谷みどり 

（島根大学） 
研究員   	  	  名合智子 

（中国短期大学） 
研究員・会計監査・広島地区英語活動研究会

担当         	 西尾亜紀子 
（Bear’s English House） 

研究員                    三宅美鈴 
（広島国際大学） 

 

 
 
 
 
 
 
研究員                    山﨑朋子 

（安芸郡府中町立府中南小学校 
非常勤講師） 

 
計 20名 


